
 

 第１２期北区民まちづくり会議 

 平成２９年度 総会 次第 

 

                      日時：平成３０年３月２３日（金） 

                         １４：００～１５：３０ 

                      場所：北区役所２階大会議室 

 

 

１．開会 

 

 

 

２．議事 

 

（１）平成２９年度北区計画検証（案）について 

 

（２）専門部会「連絡所のあり方に関する部会」検証報告について 

 

（３）若者からみた北区のまちづくりについて 

 

 

３．その他 

  ① 鈴蘭台駅前再開発事業にかかる進捗報告 神戸市住宅都市局都市整備課 

 

  ② 鈴蘭台幹線整備にかかる進捗報告    神戸市住宅都市局市街地整備課 

 

  ③ 北区魅力発見ガイドブック発行     神戸市北区北神支所まちづくり課 

 

  ④ 北神まちづくりニュース Vol.６の発行  神戸市北区北神支所まちづくり課 

 

４．閉会 



















所属団体など 役職 所属団体など 役職

泉台自治連合協議会 会長 小部ふれあいのまちづくり協議会 委員長

星和台連合自治会 会長 花山ふれあいのまちづくり協議会 委員長

君影町自治連合会 会長 筑紫が丘ふれあいのまちづくり協議会 委員長

八多町自治協議会 会長 鈴蘭台ふれあいのまちづくり協議会 委員長

鈴蘭台自治連合会 会長 有野台ふれあいのまちづくり協議会 委員長

大池自治協議会 会長 長尾ふれあいのまちづくり協議会 委員長

北神星和台自治会 会長 北区連合婦人会 会長

有野台自治連合会 会長 北区連合婦人会 副会長

中里連合自治会 会長 北区連合婦人会 副会長

小部自治連合会 会長 北区連合婦人会 会計

南鈴連合自治協議会 会長 北区連合婦人会 会計

広陵町自治会 会長 北区連合婦人会 書記

北区連合自治協議会・北五葉連合自治会 会長 北区連合婦人会 書記

藍那校下自治連合会 会長 老人クラブ 会長

長尾町自治会 会長 北区青少年育成協議会 会長

谷上地区自治連合会 会長 北区子ども会連合会 会長

山田校下自治振興会 会長 北区民生委員児童委員協議会 会長

唐櫃台自治連合協議会 会長 北区保護司会 会長

淡河町自治協議会 会長 スポーツ推進委員北区連絡会 会長

小倉台自治会 会長 神戸親和女子大学　地域交流センター センター長

藤原台自治会連絡会 会長 神戸親和女子大学 大学生

有野町自治連合会 会長 神戸親和女子大学 大学生

ひよどり台連合自治会 会長 生活協同組合コープこうべ第４地区活動本部 本部長

道場町連合自治会 会長 兵庫六甲農業協同組合　神戸北女性会
北区担当理事
会長

鹿の子台自治協議会 会長 一般社団法人　有馬温泉観光協会 会長

大沢町自治連合会
大沢ふれあいのまちづくり協議会

会長
委員長

北区（南）小学校ＰＴＡ連合会 会長

有馬町自治協議会
有馬ふれあいのまちづくり協議会

会長
委員長

北区（南）中学校ＰＴＡ連合会 会長

小部東ふれあいのまちづくり協議会 委員長 北神小学校ＰＴＡ連合会 会長

泉台ふれあいのまちづくり協議会 委員長 北神中学校ＰＴＡ連合会 会長
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北区計画（2016-2020）検証について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証の目的 

平成２８年３月に策定された北区計画について、これまでの取り組み状況について確認し、共有す

ることで今後の取り組みに活かしていく。 

 

 

 

平成３０年３月２３日 北区民まちづくり会議 総会 
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北区の将来像 と ま ち づ く り の 目標 

人が集い 安心して暮らせる 魅力あふれる 

緑 と い で 湯 の ま ち 

北区の将来像 

北区は、美しい山々や都市部に隣接した農村地域など、豊かな自然に恵ま

れた「緑のまち」です。また、区の魅力であり、全国的に有名な有馬温泉のあ

る「いで湯のまち」です。 

計画では３つの「まちづくりの目標」における優先的な課題として、「まちづくりの

課題」を４つずつ設定し、課題の解決に向け必要な取り組みを記載している 
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若年層・子育て世帯が移住・定住を望む生活環境をどう整えていくか？ 

● 地域イベント運営への若い世代の参加促進 

・児童生徒による各地域での夏祭りなどへの参加（継続） 

・神戸親和女子大学の学生ボランティアによるイベント支援 

森林植物園における光のイベント「森を彩る光の饗宴森のライトアップ」平成 29 年 11 月 3 日 

 

● 地域団体と子育てボランティアが連携した子育て支援 

子どもの居場所づくり 

ひとり親家庭や共働き家庭で夜遅くまでひとりで過ごすなどといった課題を抱える子どもたち

が、放課後等に食事、学習、団らんなどを通して安心して過ごすことができる居場所づくりを推

進。 

【平成 28 年度～】みんなのごはん（日の峰、山田） 

【平成 29 年度～】峠の寺子屋（神戸ユースプラザ菊水）、チャイルドキッチン（西大池）、 

淡河コミュニティプラザ（淡河）、クルたん食堂（南五葉）、道場笑っ子食堂（道場） 

● 子育て支援イベントの主体を行政から地域団体へ転換 

きてきてカーニバル（継続） 

ここ数年、行政主体の運営となっていたが、平成 28 年度

より地域支援者が主体的に企画運営を行えるよう転換を

図っている。 

【平成 28 年度】10 月 28 日開催 親子 336 名 

【平成 29 年度】10 月 27 日開催 親子 322 名 

 

● 北区への移住促進のための働く場の創出 

谷上プロジェクト始動 

日本中の若手企業家達が谷上を拠点に日本を変えていこうとプ

ロジェクトを立ち上げた。 

地域活動への参加交流などを積極的に行うとともに、日本中の多

くの事業者から賛同を得ている。 

【平成 29 年度】3 月１日キックオフイベント開催 

 

● 農村地域における農村定住促進コーディネーターの活用 
農村地域への移住を促進するため地域とのマッチングを進めた。今後は淡河を中心に道場や山田

町へ活動を広めていく。 

北区におけるコーディネーター：淡河の明日を考える会 

【平成 28 年度】相談 401 回、面談 112 回 

【平成 29 年度】相談 107 回、面談 47 回（12 月現在） 

 

◆上津台 学童保育コーナーの設置 
長尾小学校の児童数急増に伴う教室の確保のため、学童保育

コーナーを菅生公園内に移転した。 

【平成 29 年度】平成 30 年 2 月 26 日 運用開始  
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公共交通の不便さをどのように補っていくか？ 

● コミュニティバスやデマンド交通手段など地域による新しい交通体系の検討 

・八多町「はたっこバス」本格運行 

社会実験の結果等を踏まえた本格運行を開始。バスの運行時間に合わせ

てイベントを開催するなど、地域が主体的に利用促進を行っている。 

【平成 28 年度】小型バスによる社会実験：9 月 1 日～11 月 30 日 

【平成 29 年度】本格運行開始：10 月 2 日～ 

・大沢町 

道の駅 「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」の運行車両を活用した

コミュニティバスを検討。30 年度中の本格運行を目指す。 

【平成 28 年度】タクシー車両による社会実験：9 月 1 日～11 月 30 日 

【平成 29 年度】社会実験を踏まえた勉強会を継続して開催 

・淡河町 

平成 29 年 1 月より地域でボランティアタクシーを運行。今春に有償による運行を開始予定。 

・有馬町 

平成 29 年 10 月の住民アンケートを踏まえ、平成 30 年夏ごろの社会実験を目指す。 

・北五葉コミュニティタクシー実験開始へ 

タクシーの閑散時間帯を利用した区域内運行のコミュニティタクシーの実

現に向け、「北五葉コミュニティタクシーを走らせる会」を設立。 

平成 30 年 4 月 2 日より神鉄タクシーと連携し実験開始予定。 

・筑紫が丘における自動運転移動サービスの実証実験 

少子高齢化が進む筑紫が丘において、自動運転サ

ービスを用いたラストマイル移動サービスの実証

実験が実施された。 

住民が主体となって、住宅地で長期間実施する実証実験は、他に例が

なく、多くのメディアで紹介されたほか、視察申し込みも多数あり、

全国的に注目を集めた。 
① 11 月 7 日～11 月 28 日：定ルート走行型移動 

② 12 月 4 日～12 月 24 日：呼出走行型移動 

 

● 路線バスの増便や運行時間帯の延長など事業者との連携 

阪急バス 唐櫃営業所管内の運行について路線延長や増便を実施 

【平成 29 年度】神戸駅～しあわせの村～西鈴蘭台駅を小倉台 5 丁目まで延伸など 

● 神鉄シーパスワンの利便性向上 
平成 27 年度より神戸電鉄の利用促進を目的として発売。28 年度にはシーパスワン plus も新た

に発売し、利便性を向上した。30 年度は購入上限を 4 枚から 5 枚へ拡充する。 

販売実績【平成 28 年度】約 28,000 枚 【平成 29 年度】約 35,000 枚（2 月末現在） 

● 住民の利用促進による公共交通の維持・発展 

八多町「乗って支えよう はたっこバス」本格運行に伴う住民の利用促進 

バスの運行時間にあわせてイベントを実施するなど、地域が主体的な利用促進を実施 

  

八多町「はたっこバス」 
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地域の人や情報の交流・連携を促進するには？ 

● 各地域団体による合同行事での交流・連携 

・しめ縄づくりやみそ作りを通じた地域交流（継続） 

北五葉ふれあいのまちづくり協議会：しめ縄づくり、みそ作りでの木津里づくり協議会との交流 

淡河ふれあいのまちづくり協議会：好徳・淡河・有馬小学校とのしめ縄づくりでの交流 

・旧県立鈴蘭台西高等学校運動場の活用 

跡地の暫定利用として、付近の自治会やスポーツ団体などで構成された「神戸北スポーツ推進協

会」が平成 29 年 6 月より運営を開始した。 

・ありの台マルシェの開催 

地域住民でまちの未来を考える「有野台を考える会」の取り組みの一

つとして、商店街活性化に向けたマルシェを開催。近隣地域含め多数

の出店があり、定期的な開催に向けた取り組みが進められている。 

【平成 28 年度】3 月 26 日  【平成 29 年度】9 月 23 日 

● 農業体験による都市と農村地域の交流 

・道場町生野里づくり協議会と御影山手自治会（東灘区）との農業体験を通じた地域交流を 28 年度

に引き続き 29 年度も実施（10 月 28 日 サツマイモ収穫体験）（継続） 

・神付里づくり協議会ではポートアイランドの住民を対象に黒豆やサツマイモの収穫体験と里山散

策を実施。約 80 人が参加した。 

・山田中里づくり協議会や淡河里づくり地域協議会などでも都市部市民との交流事業を実施 

● 図書館や市民図書室を活用した、人と情報の交流・連携 

三田市立図書館との相互利用 

【平成 29 年度】4 月より三田図書館の貸出対象区域を北区全域へ拡大 

● 新区役所での憩いの空間の充実 

 

● 北神の行政サービス機能の充実 

・北神支所へ組織改正 

北神出張所と北神保健福祉課を再編し、平成 29 年 4 月より北神支所として新たに行政サービス

を開始。窓口環境の改善のほか、北神まちづくり課と市民課が新設された。また、地域活動交流

コーナーの新設により、地域団体等のミーティングや交流に無料で活用できるスペースも確保さ

れた。 

・北神支所 窓口混雑の改善 

これまで課題であった窓口の混雑を緩和するため、4 階フロアのレ

イアウト変更を行い、窓口待合スペースを広くしたほか、プライバ

シーに配慮した窓口カウンターも設置。 

また、市民課窓口の混雑状況をスマートフォンで確認できるシステ

ムも導入し、市民サービス向上に取り組んだ 

平成 30 年 2 月 13 日よりサービス開始  
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地域活動の担い手を増やし、活性化していくには？ 

● 子どもが参加可能な行事の増加による地域活動の担い手育成 
地域の園児、児童、生徒による地域活動（夏祭りや防災訓練など）への参加（継続） 

● 地域活動への関心向上・継続参加のしくみづくり 

・道場町・新まちづくり基本構想の策定 

平成 27 年度より取り組んでいる「新まちづくり（里づ

くり）基本計画」の策定に関して、少子高齢化や子育て、

防災などのまちづくりとあわせて、農業に関する計画も

盛り込み取り組みを進めた。 

【平成 28 年度】道場町・新まちづくり（里づくり）基

本構想を策定 

【平成 29 年度】新まちづくり（里づくり）基本計画を

策定（予定） 

 

・「とりっぷ ing 道場」の開催 

 

 

 

道場町内半径 4 ㎞圏内 28 か所を巡り、チーム戦

でポイントを競いあうイベントとして、20～40

代の若い住民で構成される「道場みらい隊」が

企画実施した。 

道場町の豊かな自然や歴史的建造物を徒歩で巡

るイベントとして、28 組 92 名の参加があり盛

り上がった。 

・北神地域の次代の担い手の集い  【平成 29 年度】平成 30 年 3 月 15 日（ありまホール） 

 

● 大学での地域人材育成・養成 

神戸親和女子大生による地域イベントへの参加 

学内だけでなく、学外での学びの場「オフキャンパス」への取り組みとして、北区内の多数の地

域行事に積極的に参加し、子どもたちや地域との交流を深めた。 

   （平成 29 年度 主なもの・抜粋） 

・淡河八幡神社「御旅神事」への参加（10 月 1 日） 

・青少年育成協議会鈴蘭台支部主催「グランドゴルフ大会」への参加（10 月 7 日） 

・末広稲荷神社「秋季例大祭」への参加（10 月 14 日） 

・きてきてカーニバルへの参加（10 月 26 日） 

・東北・兵庫・熊本の学生が繋ぐ「震災食堂」を開催（10 月 27 日） 

・北区ロードレース大会ボランティア参加（12 月 17 日） 

・六篠八幡宮「厄除け祭」へ学生が福娘として参加（1 月 19 日） 

・第 7 回北区ふれあい綱引き大会での運営参加（1 月 21 日） 

・小部地域福祉センター「ふれあい給食」での琴の演奏（2 月 8 日） 

・第 12 回北区小学生ふれあいドッジボール大会の運営（2 月 10 日） 

・淡河八幡宮「御弓神事」への参加（2 月 11 日） 
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地域の防犯や空き地・空き家の適正管理により生活環境を向上していくには？ 

● 地域で顔の見える関係づくりの推進 

あいさつ運動（青少年育成協議会）や親子のクリーン作戦（子ども会連合会）、トライやるウィ

ークなど地域における世代間交流の実施（継続） 

● 公園や通学路など子どもが集まる場所の防犯対策 

・全小学校・中学校・幼稚園の児童生徒を対象に、不審者に遭遇した場合の対応等について、警察

等による実践的な防犯教室を実施（継続） 

・小学校入学時に配布される防犯ブザーの点検と活用方法の指導を実施（継続） 

・教職員による通学路の安全点検や登下校指導や校区内巡視（継続） 

● 学校園内・登下校時の見守り活動の充実 
登下校時の見守り活動など、非行防止や通学帰宅途上の児童の安全

確保を守るためのパトロールの実施（継続） 

 

 

 

 

● 地域住民による空き地・空き家の活用や維持管理のしくみづくり 

・淡河宿本陣跡の活用 

長年使われていなかった淡河宿本陣跡の整備

が終わり、地域の里づくりの拠点としての活用

が進む中、週末限定でカフェがオープン。新た

な観光スポットとしても期待が高まっている。 

【平成 28 年度】 

清掃イベント、大学生によるリノベーションパ

ネル展の開催 

【平成 29 年度】 

淡河宿本陣お披露目式：平成 29 年 5 月 28 日 

 カフェ chawan  ：平成 29 年 7 月 1 日 

 

 

 

 

・長尾町「古民家再生プロジェクト」 

平成29年7月より空家の再生を実現するための課題解決

や意見交換の場としてプロジェクトを立ち上げた。古民

家再生の第 1 弾として奥町家を改修し、地域の活性化や

交流人口の増加などにつなげていく。 

 

 

  

奥町家 
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災害時の支援・受援体制を整えるには？ 

● 地域の防災備品が「どこにあるか」など情報共有の促進 

・防災福祉コミュニティへの防災資機材整備補助（継続） 

平成 29 年度は 11 地区において防災資機材庫やチェーンソー等を更新した。 

・緊急待避所への備蓄物資の整備 

地震や土砂災害、洪水等の災害時に一時的に避難できる施設である「緊急待避所」に、備蓄物

資を段階的に整備する。 

【平成 29 年度】道場地区 8 か所、八多地区 7 か所 

【平成 30 年度整備予定】淡河地区 9 か所、大沢地区 2 か所、長尾地区 2 か所、 

唐櫃地区 1 か所、緑町地区 2 か所 

● 消防団や防災福祉コミュニティの活動充実 

・消防団の入団促進に関する新制度の導入 

長年消防団員として活動し退団した団員が地域貢献できるよう緊急対応団員制度を平成 30年度

より新設する。 

・消防団員の処遇改善について 

平成 30 年度より各階級の年報酬を改正 

階級に応じて年収 6,000～44,000 円の増額 

● 台風や大雨などの災害に備えた土砂災害・浸水対策や河川改修の推進 

河川改修工事 

【平成 28 年度】鳴尾川（淡河町）の河川災害箇所の復旧が完了 

【平成 29 年度】二ツ池川（淡河町）の改修工事が完了 

武庫川（道場町）の改修工事完了予定（３月末） 

新規遊水地（道場町）を整備中（平成 30 年度完成予定） 

● 空き家など危険個所等の把握を促進 

窓口への空き家・空き地に関する相談件数 

【平成 28 年度】南部地域：91 件、北神地域：30 件 

【平成 29 年度】南部地域：75 件、北神地域：44 件（1 月末現在） 

 

 

 

◆災害時等における相互援助協定の締結（長尾町） 
近年増加している自然災害に備え、避難所開設までの一時的な待避所と

して活用できるよう、長尾町自治会と特定医療法人寿栄会（有馬高原病

院）、北神支所が相互援助協定を締結。これにより病院内の一部施設を

緊急待避所として活用できるようになった。 
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高齢者・障がい者等が安心して住み続けられる環境を整えるには？ 

● 感染予防など区民の健康増進 

・衛生講習会の実施（継続） 

【平成 28 年度】8 月 10 日 手洗い講習   障がい者地域活動センターひだまり 

【平成 29 年度】7 月 14 日 蚊の対策講習会 北鈴蘭台あんしんすこやかセンター 

・感染症対策講座の開催（継続） 

区内の子ども関係施設、高齢者施設、障がい者施設の職員を 

対象に開催 

平成 29 年 10 月 30～31 日（ふじの里） 

平成 29 年 11 月 6～7 日（北区役所） 

・感染症情報の発信（継続） 

区内の子ども関係施設、高齢者施設、障がい者施設向けに 

感染症の注意喚起・情報発信 対象施設：397 か所×3 回 

● 認知症の早期発見のための取り組みや、理解を深めるための啓発 

・認知症サポーター養成講座（継続） 

平成 29 年度：区内 54 か所で実施、1,914 人が受講 

・認知症ライフサポート研修（継続） 

平成 29 年 10 月 20 日 しあわせの村あんしんすこやかセンター 

平成 30 年 2 月 6 日 北鈴蘭台あんしんすこやかセンター 

・認知症カフェ立ち上げ 

平成 29 年度は 3 か所が新たに立ち上がった。 

【平成 28 年度】カフェボンジュール（筑紫が丘） 

【平成 29 年度】オレンジカフェひまわり（八多町） 

みなカフェたんぽぽオレンジ（藤原台） 

オレンジカフェ インクル（南五葉） 

・認知症予防啓発講演会の開催 

北区民を対象に平成 29 年 9 月 15 日開催、71 名が参加 

● 鉄道駅や歩道のバリアフリー化の推進 
【平成 28 年度】歩道の段差解消工事の完工：星和台 22 か所、有野台 2 か所 

【平成 29 年度】手すりの設置（唐櫃台地区） 

手障がい者用乗降スペースの整備（北鈴蘭台駅周辺） 

ひよぽっく通りの整備 

ひよどり台センター内歩道の舗装段差を解消したほか、ベンチや植栽、照明機器について見直

しを行い、これまで以上に安全・安心に通行できるようになった。 

◆後期高齢者医療被保険者証ケースの配布 
兵庫県下では還付金詐欺の被害が急増している。そこで特に被

害者となりうる高齢者への注意喚起として、高齢者が普段目に

する機会の多い被保険者証のケースを作成した。ケースは約 1

万枚作成し、窓口や地域団体を通じて配布している。 

  

後期高齢者医療被保険者証ケース 

認知症カフェ（南五葉地域） 

感染症実務者研修 
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快適な暮らしのために、まちの美化や生活マナーの向上をはかるには？ 

● ペット飼い主のマナー改善 
飼い主や野良猫の餌やりについて個別にマナー指導を実施（継続） 

● 不法投棄の取り締まり強化 

不法投棄防止協働サテライト（継続） 

北サテライトによる巡回パトロールの実施 

パトロール時の発見及び区民からの通報：36 件（H30.1 末現在） 

前年同月比△5 件 

● 自転車のマナー講習会開催 

・学校園における交通安全リーフレット等を活用した交通安全指導

（継続） 

自転車シミュレーターを使った自転車の交通安全の実施 

・交通安全教室の実施（継続） 

● ごみの減量やリサイクル意識向上の推進 

・資源集団回収の促進 

地域が主体となって古紙などの資源を回収しリサイクルを推進する活動へ

の助成（継続） 

231 団体（平成 29 年 12 月現在）：28 年に比べ 3 団体の増加 

１世帯あたり年間資源集団回収量 92.3kｇ（平成 28 年度）：△8.1kｇ 

・食品ロス削減に向けた取り組みの検討 

食品ロス発生実態調査（食品ロスダイアリー調査）を実施。市民 375 名（う

ち北区在住：35 名）が参加。 

鈴蘭台のスーパーの他市内小売店 6 か所で、手付かずで廃棄される生鮮野菜

の量を減らすことを目的として、野菜売り場にチラシなどを掲示し、保存方

法の工夫を周知する実証実験を実施した。 

● 区の財産である緑や自然などの環境保護 

住民参加による伊勢講山里山整備活動 

放置された里山の復元を目指し、地域住民へボランティア活動への参加を呼びかけ、里山の保

全を行った。また、子どもたちの環境学習の場としても活用できるよう整備することで、一時

的な活動で終わらせず、地域による継続した保全に取り組んだ。 

● たばこのぽい捨てなど喫煙者の意識向上 

ステンスワンプロジェクト（継続） 

ぽい捨て防止重点区域を中心に各地域において啓発と美化活動を実施 

【平成 28 年度】10 月 18 日 神鉄岡場駅前にて地元園児らと啓発 

 

◆第 40 回山田川クリーン作戦の開催（継続） 
大池から衝原湖まで約 13 ㎞において、河川および流域住民ら 6,000 人以

上が参加してクリーン作戦を実施。市内でも最大規模のクリーン作戦と

して今年で 40 回目を迎えた。 

【平成 28 年度】3 月 5 日 6,241 名 

【平成 29 年度】3 月 4 日 6,761 名 山田川を美しくする会 紹介パネル 

不法投棄巡回パトロール 
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歴史・文化・自然環境・有馬温泉などの観光資源を活かすには？ 

● 子どもから大人まで住民が地域を再発見する学習機会の充実と参加促進 

● 茅葺き民家活用の推進 

北神弓子と行く茅月間バスツアー 

北区内の茅葺き建物の魅力を市内外の参加者に深く知って

もらうため、箱木千年家や南僧尾観音堂、百済家住宅など所

有者の解説も交えながら巡るバスツアーが 11 月 3 日に開催

され 31 人の参加があった。 

主催：北神・神鉄連携活性化協議会 

● 地域の自然環境を知るハイキングの開催 

長尾町「みんなで健康ウォーキング」健康寿命延伸事業 

町民の関心が高い健康寿命延伸をテーマとして、ウォーキングに関する事業の試験実施に取り

組んだ。町民への万歩計貸出や、ウォーキングイベントを実施。まちぐるみで継続的に続けら

れる仕組みを検討することで、地域の魅力の再発見と併せて健康寿命の延伸を図っている。 

● 里地里山文化体験のできる「あいな里山公園」の活用 

子ども料金の無料化 

国営公園の利用者数の更なる拡大を図るため平成 30 年 4 月 1 日より子ども料金を無料化し、大

人料金の見直し（410 円⇒450 円）を行う。 

● 地域の伝統行事・歴史遺産の継承 

・上谷上農村歌舞伎上演会の開催 

平成 29 年 2 月に葺き替えが完了した上谷上農村歌舞伎舞台において、こけら落とし公演となる

歌舞伎上演会が開催。約 450 人もの観覧者が訪れ、いぶし銀の演技におひねりも飛び交った。 

【平成 28 年度】下谷上農村歌舞伎上演会 約 500 人 

【平成 29 年度】上谷上農村歌舞伎上演会 約 450 人 

・八多町での地域紹介冊子作成 

「続々八多町あんなことこんなこと」として、３部に渡

り地域の歴史や伝統文化を紹介する冊子を作成。小中学

校と連携して郷土愛を育むほか、近隣住民との交流の際

に活用することで、町の活性化を図っていく。 

● 有馬温泉と国内外の温泉地との交流推進 

温泉学会兵庫・有馬大会の開催（平成 28年度） 

全国旅館経営者や大学教授らが集い、温泉を活用したま

ちづくり 

等を話し合う場として災害と観光地の復興などをテー

マに意見交換をおこなった。平成 28 年 9 月 3 日 

 

◆有馬千軒オープン 
伝統工芸品「有馬人形筆」の工房兼店舗が入る共同店舗がオー

プン。防火対策を施し、土産物店や飲食店、宿泊施設や公衆ト

イレも設置され、有馬温泉の新たなにぎわい創出が期待される。 

  

「八多町あんなこと こんなこと」 
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地域や観光資源の連携を促進して区の魅力をもっとＰＲするには？ 

● 地域や観光資源をＰＲするホームページの充実 

北区役所ホームページのリニューアル 

子育て情報や窓口混雑状況など必要な情報を見やすく配置したほか、北区の旬の魅力をトップ

画面で大きくお知らせしている。平成 29 年 11 月より 

● 「健康や文化の融合」などこれまでと違った視点からの観光資源をアピール 

・北神戸にぎわいプロジェクトの発足 

北区北部に位置する 6 施設が連携し、北区のにぎわいづくりにむけた取り組みを進めることで

意思決定された。第 1 弾として平成 29 年 10 月に「北神戸ハロウィンスタンプラリー」が開催

された。 

道の駅 「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」、神戸 ホテル フルーツ・フラワー、キリンビ

ール神戸工場、めんたいパーク神戸三田、イオンモール神戸北、神戸三田プレミアム・アウト

レット 

 

 

・FARM BUS（ファームバス）運行開始 

北神戸の観光スポットとなる 6 箇所の施設を巡る無料のバスが、土日祝日を

限定に運行開始。観光アクセスが容易になった。 

 

 

 

● わかりやすい観光資源の標示や標識を設置 

・念仏寺鬼瓦と案内看板の設置（平成 28 年度） 

これまで有馬町内に設置されてきた鬼瓦が 15 か所目になり、あわせてこれらを説明する案内看

板を設置した（平成 28 年 10 月 25 日）。 

・新兵衛石の案内標識の補修（平成 28 年度） 

判読不明になっていた案内看板を修繕 

  

道の駅 「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」 神戸 ホテル フルーツ・フラワー キリンビール神戸工場 

イオンモール神戸北 神戸三田プレミアム・アウトレット めんたいパーク神戸三田 
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区の重要な産業として農業を維持し魅力を高めていくには？ 

● 新しい農業経営のしくみづくりなどＪＡによる更なる支援促進 

・大沢町におけるスイートコーン栽培に向けた取り組み（継続） 

・大沢有馬山椒部会の結成 

野生の有馬山椒を使用していたため廃れていた伝統の復活を目指して、

大沢町で育生し生産拡大を図っている。平成 29 年 1 月に食の世界遺産と

呼ばれるアルカ（味の箱舟）に登録された。花や実を収穫、料理に限ら

ず、関連商品の開発も行う。 

 

● 若い農業移住者の移住定住促進 

農す神戸（NORTH KOBE）発売（継続） 

北区で住まう 13 人の暮らしを通じ、都市に近い農村地域の魅力を紹介。

また、北区への移住や就農を特集している。英治出版より平成 28 年 9 月

1 日発売 

● 道の駅やショッピングモールでの農産物のＰＲや販売促進 

道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」ファームサーカス（継続） 

平成 29 年 3 月 30 日にオープン。新鮮な地元野菜が手に入るうえ、商業施

設にも近いことから週末を中心に多くの観

光客が訪れている。 

 

 

 

 

 

● 自然豊かで農業が盛んな北区のイメージアップと情報発信 

北区農福連携プロジェクト「きたベジねっと」 

農村地域における農業従事者の高齢化や耕作放棄地等の課題解決

と農業を通じた障がい者の就労支援を目指すプロジェクト。区内

8 カ所の障がい者就労支援事業所が協働し、農家から請け負った

田畑での農産物の生産や加工・販売を行っている。約１３ｈa の

農地でおよそ 100 名の障がい者が従事し、きたベジマルシ

ェの開催やきたきたまつり等での販売を行っている。 

きたベジマルシェ 平成 29年 9月 30日 デュオ神戸にて 

 

 

 

 

 

◆北農業振興センターの新設 
農業振興センターの再編により、神鉄岡場駅の北神中央ビル内に 4 月の組織改正により新設さ

れた。北区における農業振興や里づくり支援などの農政事務を担当し、農業委員会の相談窓口

も併設している。  
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個性ある魅力的な駅前のにぎわいを作っていくには？ 

● 鈴蘭台駅前再開発・鈴蘭台幹線整備の促進 
平成 30 年 9 月下旬の再開発ビルオープンに向けて、神戸電鉄鈴蘭台駅橋上化工事と調整しなが

ら工事が進められている。また、鈴蘭台幹線沿線の土地所有者などを対象に勉強会を実施し、

今後の整備に向けた検討を開始した。 

・鈴蘭台駅前元気 UP プロジェクト（継続） 

駅前再開発事業の工事期間中のまちのにぎわいづくりを目的として、駅周辺の商店主らと一体

感のあるイベントを実施。 

【平成 28 年度】万能塀を活用したパネル展示、クーポン付冊子「鈴蘭台のまち歩き」発行 

【平成 29 年度】これまでの企画に加え「鈴蘭台のまち学び」を実施 

・鈴蘭台ブックストリート 

鈴蘭台駅周辺の飲食店や洋服店などが独自に取

り組む企画。お店にある本は自由に無料で借りる

ことができ、新聞やラジオでも取り組みが紹介さ

れ注目を集めている。 

参加店舗：FAMITTO、 

Coffee Shop LEGATO 

日々café、 

茶話本舗デイサービス すずらん亭 

Atelier June、 

YOSHI Hair 

 

● 駅前ロータリーなど花壇の整備 
鈴蘭台駅前再開発事業では平成 31 年度末に駅前広場を整備する予定。あわせて駅前にクリサン

セマムストリートの花壇を北区連合婦人会のご協力で整備する予定としている。 

● 市営住宅建替事業とあわせた周辺のまちづくり 

北鈴蘭台におけるまちづくり 

① 市営桜の宮住宅の整備（継続） 

第１期事業：平成 31 年度完成予定 

第 2 期事業：平成 36 年度完成予定 

② 北鈴蘭台駅前における桜の宮住宅の再整備  

平成 30 年度～平成 33 年度完成予定 

 

鈴蘭台駅ビル パース 鈴蘭台まち学び 



 

連絡所のあり方に関する部会 検証報告 

 

【これまでの経緯】 

  第 11期北区民まちづくり会議（平成 26年度）において連絡所に関する部会を設置し、

連絡所の役割・必要性およびまちづくり機能について報告書がまとめられた。その後の

連絡所と北神支所に関する組織体制の見直しを踏まえ、その成果について検証を行った。 

○部会委員 部 会 長 八多町自治協議会 会長 

副部会長 道場町連合自治会 会長 

委  員 山田校下自治振興会 会長 

〃   有馬町自治協議会 会長 

〃   大沢町自治連合会 会長 

〃   長尾町自治会 会長 

〃   淡河町自治協議会 会長 

〃   有馬婦人会 会長 

○検証日時：平成 30年１月 15日（月曜）14：00～15：00 

○開催場所：北神中央ビル 707号室 

 

【最終報告】 

（１）連絡所の役割・必要性について 

連絡所は、地域の諸課題について、適切に行政の担当窓口を振り分けて対応する

など、地域と行政の橋渡し役を担っており、必要不可欠なまちづくりの核である。 

少子高齢化が進むなど、社会情勢が変化する中、まちづくり課題も多様化してお

り、連絡所のまちづくり機能は、今後ますます欠かせないものとなる。 

今後、各種課題に対応するため、柔軟な発想で機能強化を図る必要があり、窓

口機能のみに着目して効率化の視点のみであり方を議論するべきではない。 

（２）連絡所のまちづくり機能の充実について 

連絡所においては、今後も重要なまちづくり機能を果たしてもらう必要があるた

め、神戸市は、連絡所の担う役割を十分認識し、まちづくり機能の強化を図るよう

体制を整備されたい。 

 

【検証内容】 

連絡所の職員体制について見直しが図られたことで、連絡所長が地域課題の相談

や地域と行政との橋渡しといったまちづくり業務に専念できる環境が改善された。 

また、北神支所まちづくり課の新設によって、地域により近いまちづくり業務が

可能となった。今後も、支所の格上げなど様々な機能強化が期待されるが、まちづ

くり課と連絡所が連携し、地域のまちづくりをますます推進いただきたい。 

 

 



平成 29年 3月 17日 

連絡所のあり方に関する部会 

 

 

【部会委員】 

連絡所のある地域（八多町、道場町、山田町、有馬町、大沢町、長尾町、淡河町）の自治

会長及び関係地域の婦人会長、ふれあいのまちづくり協議会委員長にて構成（９名） 

部 会 長 八多町自治協議会 会長 

副部会長 道場町連合自治会 会長 

委  員 山田校下自治振興会 会長 

有馬町自治協議会 会長 

   大沢町自治連合会 会長 

長尾町自治会 会長 

   淡河町自治協議会 会長 

 有馬婦人会 会長 

   谷上ふれあいのまちづくり協議会 委員長 

 

 

 

【中間報告（平成 27年 3月 23日）】 

  北神地域の活性化のため、次のとおり検討を行った。 

１．連絡所の役割・必要性について 

連絡所は、地域の諸課題について、適切に行政の担当窓口を振り分けて対応するなど、

地域と行政の橋渡し役を担っており、必要不可欠なまちづくりの核である。 

少子高齢化が進むなど、社会情勢が変化する中、まちづくり課題も多様化しており、

連絡所のまちづくり機能は、今後ますます欠かせないものとなる。 

今後、各種課題に対応するため、柔軟な発想で機能強化を図る必要があり、窓口

機能のみに着目して効率化の視点のみであり方を議論するべきではない。 

 

２．連絡所のまちづくり機能の充実について 

連絡所においては、今後も重要なまちづくり機能を果たしてもらう必要があるため、

神戸市は、連絡所の担う役割を十分認識し、まちづくり機能の強化を図るよう体制を整

備されたい。 

 

 

 

 

 

 参考  

（平成 28年度総会資料） 



【中間報告をうけた神戸市の対応（平成 28年 2月）】 

１．北神地域のまちづくり機能の強化について 

北神出張所に、北神まちづくり担当課長を新設するとともに、現在北区まちづくり推

進課で北神地域のまちづくりを担当している係長ラインを北神出張所へ移管する。連絡

所とのスムーズな連携により、まちづくり機能の強化を図る。 

 

２．連絡所の体制について 

連絡所の職員は平成２６年度よりフルタイム職員が短時間勤務職員へ順次変更とな

っている。北神出張所に臨時的任用職員を増員し、連絡所に職員を派遣することによっ

て、その勤務時間差を補完する。 

 

【部会報告と今後の検証（平成 28年 3月 18日】 

  上記により、北神地域のまちづくり体制強化への一定の成果が得られたため、平成 27

年 3月 23日の中間報告をもって最終の報告とする。 

連絡所のあり方に関する部会は存続することとし、上記まちづくり体制について検証し

ていくこととする。 

 

 

神戸市のまちづくり体制の更なる強化とその検証について 

平成２９年４月１日より北神出張所を北神支所とし、窓口の増設による待ち時間の短縮

やまちづくり機能の強化など市民サービスの向上を図る 

① まちづくり課を新設。 

⇒２８年４月の「北神まちづくり担当課長」新設と担当係長の移管に引き続き、２９年

度はまちづくり課を新設することで地域課題の解決や地域活性化の取り組みなど、北

神地域のまちづくりサポートの体制をさらに強化していく。 

また、市民課総務係を新設することで、これまでまちづくり担当職員が兼務してい

た選挙や国勢調査に係る事務を分担することができ、まちづくり業務に集中して取り

組んでいく。 

② 連絡所の職員体制の見直し。 

⇒これまで連絡所における短時間勤務職員の時間差を埋めるため、北神出張所から各連

絡所へ職員の派遣を行っていたが、２９年度からは全連絡所にパート職員を配置し窓

口職員の体制を見直すことで市民サービスの向上を図る。 

③ 「地域活動交流コーナー」を新設。 

⇒北神中央ビル７階に、地域活動交流コーナーを新設し、地域団体等のミーティングや

交流スペースとして活用する。 

 

 以上のことを踏まえ、２８年度に引き続き、北神地域のまちづくり機能の強化がなされる

ため、２９年度末にその成果について検証をおこなうこととする。 



手作り北区

自己紹介

• 出身：北区緑町

• 経歴：神戸市立甲緑小学校 卒業

神戸市立大原中学校 卒業

神戸市立兵庫商業高校 卒業

神戸親和女子大学 在学



北区のイメージは…？

‣よいイメージ

・自然が多い。

・日本三大温泉である有馬温泉がある。

・待機児童０。

・イオンモールなどの大型商業施設がある。

・住宅街が多く人が住みやすい。

‣わるいイメージ
・交通手段が少ない。

・神戸電鉄の運賃が高い。

・冬の寒さが厳しい。

・都会的な遊び場が少ない。

・道が狭く、歩道が少ない。

北区が抱える課題を考える

1. 高齢化社会での地域住民のつながりの形成

2. リーダーシップをとる人材の発掘・育成

3. 話題性の確保



テーマ：音楽

▼大学での経験を通して
‣音楽ゼミでの活動

‣軽音楽部での経験

‣おとまち ヤマハ音楽の街づくり

音楽ゼミでの活動内容

• 幼稚園や保育所、小学校、すずらんホールでのオペレッタ公演

• 森林植物園などでの公演



軽音楽部での活動内容

• 小野市や篠山市でのボランティア公演

• ホールでの定期演奏会、運営・人集め

ヤマハ おとまちプロジェクト

• 春日大社×春日野音楽祭実行委員会×おとまち

• 渋谷区・地元商店会×シブヤ大学×おとまち

• 水戸ステーション開発株式会社×おとまち …etc…

参考URL

https://jp.yamaha.com/sp/services/otomachi/project/



音楽の可能性

• 音楽を通し人と人がつながる

• イベントでの人材育成・音楽面の人材発掘のチャンス

• 話題性があり、集客力がある

（フェス・北区内の学校での演奏、公演など）

活性化活性化活性化活性化

北区の未来

音と笑顔のあふれる街



おわりに

今回のプレゼンテーションを通して、何気なく過ごしてきた自分の街につ
いてよく考えることができました。そして、北区の活性化のために、何か自分
ができることがないか、大学での経験を活かし、考えてみました。

私は、大学の3年ほど、音楽と一緒に過ごしてきて、音楽の力にいつも助

けられてきました。その力は、きっと北区の街づくりのために役立つのでは
ないかと思います。

ご清聴ありがとうございました！



鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発事業事業事業事業鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開発事業事業事業事業

神戸市役所住宅都市局市街地整備部都市整備課

1

再開発ビル再開発ビル再開発ビル再開発ビル 断面図断面図断面図断面図
2



駅前広場計画（案）駅前広場計画（案）駅前広場計画（案）駅前広場計画（案）
3

再開発ビル再開発ビル再開発ビル再開発ビル ３階テラス３階テラス３階テラス３階テラス イメージイメージイメージイメージ
4



〜旧兵庫商業⾼校跡地に関する調査結果について〜 
 

1. 旧兵庫商業⾼校跡地の概要及び鈴蘭台地区の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 周辺住⺠の主な意⾒ 
（北区⺠まちづくり会議、鈴蘭台幹線周辺まちづくりに関するアンケート、鈴蘭台幹線北区間につ

いて考える勉強会） 
・雇⽤創出につながる⺠間活⼒の活⽤や福祉・⽂化など複合的な利⽤ができる施設 
・⾼齢化が進み活気が少ないので、若者にも⾼齢者にも魅⼒的な活⽤⽅法にしてほしい。 
・道路整備での移転により、当該跡地に移転することはできるのか。 
・⺠間のマンションを建設して、⼦育て世帯を増やしたらよいのでは。 

3. 周辺住⺠・通勤者・通学者へのアンケート調査結果及び分析 
① 実施概要 

調査⽬的 
調査対象

旧兵庫商業⾼校跡地をどのように活⽤していくのが望ましいかについて、鈴蘭
台駅周辺を利⽤している通勤・通学者及び周辺住⺠の意向を把握する。

実施時期 平成 30 年 1 ⽉中旬〜2 ⽉中旬 
調査⽅法 企業・学校・団体等を通じて配布・回収 

② 調査結果 

  【設問】当該跡地に欲しいと思う施設または利⽤したいと思う施設について（複数回答）   

＜住 ⺠：回答数 140＞            ＜通勤・通学者：回答数 380＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆位置・敷地概要 

◆鈴蘭台地区における⼈⼝動態の傾向（市全体との⽐較）とその原因 
① 20 代前半（特に 20〜24 歳）で⼈⼝流出が顕著に表れている。（市全体も同様の傾向） 
⇒⾼校・⼤学卒業後の就職先が少ない、就職先が⾃宅から通勤できない場所にある。 

② 過去 5 年間における 60〜64 歳での⼈⼝流出が⼤きい。 
⇒会社などを退職した後、より利便性の⾼い地域などへ移住している。 

●以上の内容が過去 15 年間で⼈⼝が約 15%減少している主な原因と考えられます。（市全体
では最近 5 年間は減少しているが、過去 15 年間では 2〜3%程度上昇） 

◆⽊造建物割合・⽼朽建物割合 

※社会⼈⼝増減：該当年代における地域外からの流⼊・流出した⼈⼝を表す。 

＜住⺠の主な意⾒＞ 
⾼齢者施設などの福祉施設、スーパーや⽣活雑貨などの物販施設 

⇒⽇常⽣活における利便性に関する施設を求めている傾向にある。 
＜通勤・通学者の主な意⾒＞ 

公園、飲⾷店などの休憩できるスペース、スーパーなどの物販施設 
⇒来訪時における利便性に関する施設を求めている傾向にある。 
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【鈴蘭台地区の⼈⼝総数と平成12年を100とした際の総⼈⼝の動態】

鈴蘭台地区総人口 鈴蘭台地区 神戸市北区 神戸市 兵庫県

（%） （⼈）

約 15% 

＜鈴蘭台地区の課題解消に向けた対策＞ 
・新たな住宅地の確保、市内での雇⽤の確保、⾼齢者の⽣活利便性向上、建物更新の促進
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【 鈴蘭台地区における社会⼈⼝増減と平成27年における年代別⼈⼝ 】

H27鈴蘭台地区⼈⼝ H22〜27 H17〜22 H12〜17

(⼈)(⼈)

② ① 

◆鈴蘭台地区における⼈⼝動態及び社会⼈⼝増減※ 

所在 神⼾市北区鈴蘭台北町 1-17-1 

敷地⾯積 36,258 ㎡（公簿） 

都市計画区域 市街化区域 

⽤途地域 第 1 種中⾼層住居専⽤地域 

容積率／建ぺい率 200 / 60 

⇒鈴蘭台地区では⽼朽化している建物の割合が多く、建物の更新が進んでいない状況



4. ⺠間事業者へのヒアリング結果 

（⼤⼿デベロッパー・ゼネコン／地元企業／医療法⼈／銀⾏等 計 18 社にヒアリング） 

（１）⽴地評価（鈴蘭台地区における開発の視点からの評価） 
・駅前の再開発事業により駅周辺の⽴地評価は向上すると思われ

るが、道路ネットワークが脆弱で坂道も多いことが課題 

（２）⼟地利⽤の⽅向性 

① 商業施設 

・⼤規模商業施設の⽴地は難しいが、鈴蘭台幹線の沿道であれば、
⼩規模な⽣活サービス機能の導⼊は検討できる。 

② 住宅 
・⼾建住宅を中⼼に開発することが適切である。 
・⼩、中規模程度（50〜100 ⼾程度）の集合住宅であれば需要

はあるが、⾼低差を解消するバリアフリー対策などが必要であ
る。 

③その他の施設 
・周辺で⾼齢化が進んでいることから、医療・福祉施設の⽴地が

考えられ、⼩規模な医療施設であれば、誘致可能である。 
・福祉施設については、医療施設を併設するなど、多様な福祉サ

ービスを提供できる施設が有効である。 
・その他、⼦育て⽀援施設については、神⼾親和⼥⼦⼤学が保育・幼児教育に⼒を⼊れているた

め、同⼤学と連携することができれば、検討は可能である。 

（３）跡地活⽤の課題 
・開発を⾏うには造成が必要となり、⺠間事業者単独で開発事業に

取り組むことは難しい。 
・当該跡地内における道路などの基盤整備については、神⼾市との

役割分担が必要である。 
・⽤途地域の変更や容積率の緩和を検討してほしい。 
・北区役所の跡地や⽼朽化した公共施設も含めて、鈴蘭台地区全体

で地域と協働し、まちづくりの視点で跡地活⽤を考えることも必
要である。 

 
 
 

5. 跡地利⽤の⽅向性（案） 
〜 住宅系を中⼼に地域の付加価値を⾼めるような機能を導⼊ 〜 
 鈴蘭台地区における⼈⼝減少や周辺の⼟地利⽤状況との調和などを踏まえて、住宅（⼾建・

集合住宅）系を中⼼に、跡地利⽤することを基本とします。 
 ただし、⼟地が広⼤であることから、当該跡地内で利⽤⽤途を区分して、複合的⽤途で活⽤

する⽅向で、今後、跡地利⽤の具体化を進めたいと考えております。 
 住宅系以外の⽤途については、⾼齢社会への対応や若年世帯の流出など、鈴蘭台地区が抱え

る課題に対応し、地域の付加価値を⾼めるような機能を導⼊したいと考えております。 
 住宅系以外の具体的な利⽤⽅法については、当該跡地の供⽤開始時期を⾒据えながら、今後

の社会情勢、本市の状況及び地域住⺠のみなさまや⺠間事業者のご意⾒などを踏まえ、柔軟
に対応したいと考えております。なお、現状で考えられる具体的な利⽤⽅法としては、⾼齢
者⽀援施設、⼦育て⽀援施設、医療施設、公園などが考えられます。 

6. 処分⽅針（案） 
 道路などの基盤整備⽅法や利⽤⽤途などの条件を設定したうえで、公募による売却処分を⾏

うこととします。 
 今後は、参画意欲のある⺠間事業者に対して、本市の跡地利⽤に関する考え⽅を⽰したうえ

で、⺠間事業者のアイデア、ノウハウを提案してもらうため、ヒアリングによる市場調査（サ
ウンディング型市場調査※）を⾏います。 

 
 

7. 今後の予定 
   現在、鈴蘭台では駅前において再開発事業を中⼼にまちづくりを進めてきており、平成３２

年３⽉末までに駅前広場を整備し、駅前の再開発事業に引き続いて鈴蘭台幹線を整備する予定
となっております。 

   鈴蘭台駅北地区教育施設（兵庫商業⾼校）跡地については、今後、サウンディング型市場   
調査を実施し、事業者の公募を⾏うなどの⼿続きを経て、跡地の活⽤を図ってく予定です。 

 

 

 

担当：住宅都市局市街地整備部市街地整備課 中村・森下 
Tel：078-322-5525 （内線：４７１７） 

急峻な坂道 

⽣活サービス機能の
イメージ

⼾建住宅地イメージ

旧兵庫商業⾼校跡地 
正⾨前通路 

※サウンディング型市場調査：市有地等の有効活⽤に向けた検討を⾏うにあたり、その活⽤⽅法について、⺠間事業者から
広く意⾒・提案を求め、対話を通じて市場性を把握する調査 
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